
我孫子市安全・安心で人にやさしい公園づくり

平成26年度　～　平成30年度　（5年間） 我孫子市

市民が安全かつ安心に利用できる公園として、大規模公園の園路、駐車場、便所を主にバリアフリー化するとともに、公園施設の安全・安心対策を実施する。子どもや高齢者をはじめ誰もが安全で安心して利用できる都市
公園の整備を推進することを目的とする。

・我孫子市が管理する公園施設長寿命化計画策定対象公園について、対象公園全ての計画策定を目標とする（策定率１００％）
・我孫子市都市公園における園路広場のバリアフリー化率について、平成２６年度の３１％（バリアフリー化公園数５２公園）から、平成３０年度での３４％（バリアフリー化公園数５６公園）を目標とする。

公園施設長寿命化計画策定公園の割合 計画策定対象公園　１２公園
（策定率　＝長寿命化計画策定公園数　/長寿命化計画策定対象公園数）　（％）

園路のバリアフリー化を実施したことによるバリアフリー化率 園路広場がある全公園数　

＝ （バリアフリー化された園路広場がある公園数）/（園路広場がある全公園数）(％) １６７公園

事　後　評　価　（中　間　評　価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

令和元年　月

我孫子市ホームページに掲載

１．交付対象事業の進捗状況

交付対象事業
Ａ1　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H26 H27 H28 H29 H30 計画 実績

A-1 公園 一般 我孫子市 直接 143.0 114.6
布佐南公園
はバリアフ
リー未実施

合計 143.0 114.6

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29 H30

合計

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 備考

種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29 H30

合計

番号 備考

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業

事業 地域 交付 直接 備考

種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29 H30

合計

番号 備考

番号

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容

一体的に実施することにより期待される効果

事業実施期間（年度）
市町村名

工種
事業内容事業者

省略
要素となる事業名

市町村名
事業実施期間（年度）

工種

全体事業費
（百万円）

全体事業費
（百万円）

一体的に実施することにより期待される効果

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

全体事業費（百万円）事業実施期間（年度）上段：計画 下段：実績

0.0% 100%

公表の方法

31% 34%

0.0%Ｃ
0百万円

0百万円

効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

0百万円

0百万円

我孫子市

長寿命化計画(12公園)
安全安心対策(湖北台中央
公園等3公園における園路
等のバリアフリー化)

　　計画の成果目標（定量的指標）

要素となる事業名
市町村名

（事業箇所）

全体事業費
上段：計画　下段：実績

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） Ａ Ｂ Ｃ

事後評価（中間評価）の実施時期

（H26当初）

事後評価（中間評価）の実施体制

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

（H30末）

143百万円 143百万円

114.6百万円 114.6百万円

0百万円

0百万円

一体的に実施することにより期待される効果

市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）

社会資本総合整備計画　事後評価書(案)
計画の名称

計画の期間 交付対象
計画の目標

番号
工種 （延長・面積等）

事業者
省略

要素となる事業名
事業内容

我孫子市都市公園安全・安心対策事業

事業者

我孫子市

内部評価により実施した事後評価（案）に対し、市民の意見を反映させるため、パブリックコメントによ
る意見募集を行った。



２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する

　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 100%

Ⅱ定量的指標の達成状況 最終実績値 100% 目標値と実績値
最終目標値 34% に差が出た要因

最終実績値 33%

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況

（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

・長寿命化計画を基に計画的な公園施設の維持管理を行い、安全・安心な都市公園を目指すとともに、バリアフリー化未実施の公園についても、誰もが利用できるようバリアフリー化整備事業を進めていく。

公園のバリアフリー化事業費の確保が困難となったため。

・長寿命化計画の策定により、限られた財源で老朽化した施設の計画的な管理と補修を進めることが出来、効率的な施設の長寿命化が図れるようになった。
・都市公園のバリアフリー化整備工事を３公園で実施したことにより、誰もが安全に安心して公園を利用できる環境となった。

指標①（長寿命化
計画策定達成率）

指標①（バリアフ
リー化達成率）



社会資本総合整備計画事後評価書（案）

のパブリックコメントに係る参考資料

令和元年７月

我孫子市公園緑地課
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平成28年3月29日

1 我孫子市安全・安心で人にやさしい公園づくり
平成26年度　～　平成30年度　（5年間） 我孫子市

（H26当初）

Ａ　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H26 H27 H28 H29 H30

A-1 公園 一般 我孫子市 直接 143

長寿命化計
画（12百万
円）安全安
心対策
（131百万
円）

合計 143

Ｂ　関連社会資本整備事業（該当なし）
事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29 H30

合計 0

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29 H30

合計 0

番号 備考

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29 H30

0

番号 備考

社会資本総合整備計画
計画の名称 重点計画の該当
計画の期間 交付対象

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

計画の目標

　市民が安全かつ安心に利用できる公園として、大規模公園の園路、駐車場、便所を主にバリアフリー化するとともに、公園施設の安全・安心対策を実施する。子どもや高齢者をはじめ誰もが安全で安心して利用できる都市
公園の整備を推進することを目的とする。

　　計画の成果目標（定量的指標）

・我孫子市が管理する公園施設長寿命化計画策定対象公園について、対象公園全ての計画策定を目標とする（策定率100%）。
・我孫子市都市公園における園路広場のバリアフリー化率について、平成２６年度の３１％（バリアフリー化公園数５２公園）から、平成３０年度での３４％（バリアフリー化公園数５６公園）を目標とする。

（H30末）

公園施設長寿命化計画策定公園の割合
　　　　　　（策定率　＝　長寿命化計画策定公園数　／　長寿命化計画策定対象公園数）　（%） 0% 100%

143百万円 Ｂ

計画策定対象公園　12公園

園路のバリアフリー化を実施したことによるバリアフリー化率
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝（バリアフリー化された園路広場がある公園数）／（園路広場がある全公園数）（%） 31% 34%

園路広場がある全公園数
167公園

0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

0百万円 Ｃ 0百万円 Ｄ 0百万円
効果促進事業費の割合

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

我孫子市 我孫子市都市公園安全・安心対策事業

長寿命化計画（12公園）
安全安心対策（湖北台中央公
園等４公園における園路等の
バリアフリー化）

我孫子市

交付対象事業

事業者
要素となる事業名

市町村名
全体事業費
（百万円）（事業箇所）

143百万円 Ａ

番号 事業者 要素となる事業名
事業内容

市町村名
全体事業費
（百万円）（延長・面積等）

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容 市町村名
全体事業費
（百万円）

番号 事業者
要素となる事業名

（事業箇所）
事業内容

市町村名

一体的に実施することにより期待される効果

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）（面積等）

一体的に実施することにより期待される効果

社会資本整備総合計画において定めた事業を実施することにより、

達成しようとした数値目標です。 資料２



◆指標

【公園施設長寿命化計画策定公園の割合】

以下、12公園について長寿命化計画の実施を計画
・手賀沼公園 ・気象台記念公園
・五本松公園 ・中峠亀田谷公園
・湖北台中央公園 ・柴崎台中央公園
・湖北台4号公園 ・天王台西公園
・布佐南公園 ・つくし野4号公園
・宮ノ森公園 ・手賀沼遊歩道

※このうち湖北台中央公園とつくし野4号公園は市単独費で実施

【園路のバリアフリー化を実施したことによるバリアフリー化率】

以下、4公園についてバリアフリー化の実施を計画
・つくし野4号公園
・天王台西公園
・湖北台中央公園
・布佐南公園

以下、3公園についてバリアフリー化を実施
・つくし野4号公園
・天王台西公園
・湖北台中央公園

実績値33％(167公園のうち55公園実施)

区　分 現況値（平成２６年度当初） 目標値（平成３０年度末）

計画の定量的指標の根拠

区　分 現況値（平成２６年度当初） 目標値（平成３０年度末）

公園施設長寿命化計画策定公園の
割合

0.0% 100.0%

目標値34％(167公園のうち56公園計画)

31.0% 34.0%

・H26(計画当初)までは、園路広場がある全公園167公園のうち52公園実施済 現況値31％

・H30(実績)　バリアフリー化実施公園　3公園実施　

・H30(目標)　バリアフリー化実施計画公園　4公園計画　

・H26(計画当初)までは、公園施設の長寿命化計画は未策定。 現況値0％

・H30(目標)　長寿命化計画策定公園　12公園　 目標値100％

・H30(実績)　長寿命化計画策定公園　12公園　 実績値100％

園路のバリアフリー化を実施した
ことによるバリアフリー化率

資料３



我孫子市公園施設長寿命化計画 

１．計画の概要 

 本事業は、公園利用者の安全性の確保、公園施設の予防保全的管理による適切な

修繕計画、また、その修繕費用の平準化、ライフサイクルコストの縮減のために、大規

模公園を対象として長寿命化計画を策定するものである。 

 平成 28 年度に、手賀沼公園他９公園についての長寿命化計画を策定。 

２．事業の概要 

事業実施年度：平成２８年度 

事 業 費 １２．７百万円 （国費６．３百万円） 

 対 象 公 園 手賀沼公園他９公園 

概要図 

資料４



３．対象公園 

  １．０ｈａ以上の公園で、直近に開設していない公園を対象とする。 

No. 公園名
公園

種別

開設面積

(ha) 
開設

年月日

所在地

（町名）

1 手賀沼公園 地区 4.60 S50.12.24 我孫子新田及び若松

2 気象台記念公園 地区 4.30 H14.3.1 新木野２丁目

3 柴崎台中央公園 近隣 1.10 S61.3.31 柴崎台２丁目

4 天王台西公園 近隣 1.00 S54.8.1 天王台４丁目

5 湖北台４号公園 近隣 1.30 S50.12.24 湖北台４丁目

6 宮ノ森公園 近隣 3.00 S62.8.20 布佐

7 中峠亀田谷公園 近隣 1.20 H4.1.1 中峠

8 布佐南公園 近隣 2.07 S62.10.1 布佐平和台５丁目

9 五本松公園 特殊 4.80 S50.12.24 岡発戸

10 手賀沼遊歩道 緑道 5.45 S54.8.1 若松、岡発戸新田、我

孫子新田、高野山新田、

都部新田



４．対象公園平面図 

１．手賀沼公園

①                    ②

③                    ④



２．気象台記念公園

①                    ②

③                    ④



３．柴崎台中央公園

①                    ②

③                    ④



４．天王台西公園

①                    ②

③                    ④



５．湖北台４号公園

①                    ②

③                    ④



６．宮ノ森公園

①                    ②

③                    ④



７．中峠亀田谷公園

①                    ②

③                    ④



８．布佐南公園

①                    ②

③                    ④



９．五本松公園

①                    ②

③                    ④



10．手賀沼遊歩道

①                    ②

③                    ④



湖北台中央公園 （地区公園） 

１．公園の概要 

 本公園は我孫子市の中心付近、JR 成田線湖北駅から南西５００ｍに位置し、公団住

宅や住宅地に囲まれる公園で、昭和５０年に供用開始し、昭和５６年に都市計画決定

している。公園内には野球場、テニス場、広大な広場があり、ふれあいの場、イベント

の場として多くの市民に親しまれている。 

公　　園　　位　　置　　図

我孫子市役所我孫子市役所

我孫子駅 東我孫子駅

湖北駅

天王台駅

布佐駅

新木駅

２．事業概要 

事業実施年度：平成２６年度 

事 業 費：３２．６百万円 (国費 １５．７百万円) 

整 備 内 容：園路整備、駐車場整備、ベンチ設置、水飲み場設置 

公園概要図   公園面積 ５．２ ｈａ 

湖北台中央公園

資料５



つくし野４号公園 （街区公園） 

１．公園の概要 

本公園は我孫子市の北西側、JR 常磐線我孫子駅から北西１ｋｍに位置し、住宅地に

囲まれる公園で、昭和５４年に供用開始し、昭和５６年に都市計画決定している。公園

内は樹木が多く、緑豊かなふれあいの場、イベントの場として多くの市民に親しまれて

いる。

公　　園　　位　　置　　図

我孫子市役所我孫子市役所

我孫子駅 東我孫子駅

湖北駅

天王台駅

布佐駅

新木駅

２．事業概要 

事業実施年度：平成２７年度 

 事 業 費：３４．１百万円 （国費１５．２百万円） 

 整 備 内 容：園路整備、ベンチ設置、水飲み場設置 

公園概要図  公園面積 ０．８ ｈａ 

つくし野４号公園

資料６



天王台西公園 （近隣公園）

１．公園の概要 

我孫子市都市公園安全・安心対策事業の一つである天王台西公園は、我孫子市

の JR 天王台駅南口地区の主要な近隣公園として多くの市民に利用されているが、供

用開始から 30 年以上たっており園路の劣化や樹木の根による隆起等が多く発生し、

高齢者や車いす利用者等の安全な利用が難しくなっている。また、トイレや水飲み場

等の公園施設もバリアフリー対応ではないため、誰もが安全・安心に利用できる公園と

するためにバリアフリー整備事業を実施。 

公　　園　　位　　置　　図

我孫子市役所我孫子市役所

我孫子駅 東我孫子駅

湖北駅

天王台駅

布佐駅

新木駅

２．事業概要 

事業実施年度：平成３０年度 

事 業 費：３３．３百万円 （国費 １３百万円） 

整 備 内 容：園路整備、トイレ設置、水飲み場設置 

公園概要図 公園面積 １．０ ｈａ 

広場改修

園路・出入口改修

雨水管改修

便所設置

天王台西公園
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